
今回は、おうちでも簡単にできるオム
ライスとサラダを教えていただきま

す。すぐに活用できる
こと間違いなしです☆

宮崎ガス

宮崎液化ガス

定例・人気レッスン ～毎回人気の定例レッスンで料理をもっと楽しく♪～

スイーツ・パン講座

マナビヤ宮崎
アカデミー
橋口香奈先生

2022年7月～9月受講生募集

マナビヤ宮崎
アカデミー
井久保美穂先生

コツをつかんで「おもてなしレシピ」
マスターになりましょう！

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～13：00 〈受講料〉2,500円(税込)

講座番号

12-1 6/28〈火〉申込
締切日

トルティーヤラップサンド、ビーフエ
ンチラーダ、洋梨のアーモンドタルト

アスパラガスのクリームペンネ、肉巻きおに
ぎり、揚げ海老ワンタン、スフレチーズケーキ

講座番号

12-2 8/3〈水〉申込
締切日

白身魚のアリオリソース、生ハムとクリームチーズの
生春巻き、手羽先のガーリックグリル、パンプキンパイ

講座番号

12-3 9/7〈水〉申込
締切日

7/13〈水〉 8/17〈水〉 9/21〈水〉講座番号

11-1 6/22〈水〉申込
締切日

イワシのパン粉焼き、鶏肉の
バルサミコ煮込み、ミヤス

エビのハーブソルトソテー、ゴボウ
のポタージュ、ビスキュイ・ローズ

講座番号

11-2 8/4〈木〉申込
締切日

タコとインゲンのジェノベーゼ、赤キャベツのソ
テーサラダ添え、カレー風味のナスとチーズパイ

講座番号

11-3 8/31〈水〉申込
締切日

7/ 7〈木〉 8/18〈木〉 9/15〈木〉

4-15
親子講座
（4歳以上～15歳以下）

7-15
親子講座
（7歳以上～15歳以下）

アイコン説明

季節の講座

人気店シェフから学ぶ講座

Rawクッキー
グルテンフリー、卵、動物性油脂不使用の焼かない
クッキーにRawチョコレートをかけて仕上げます。素
材の持つ栄養素や酵素、食物繊維も摂れる美味しく

て、簡単なロースイーツです♡

坂東淳子先生

JKA健康ロースイーツ
&ローチョコレート講師

岩本昌子先生

ジャパンホーム
ベーキング認定
手作りパン教室　友稀

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～12：00
〈受講料〉2,500円(税込) Rawクッキー

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～12：00
〈受講料〉2,000円(税込) 7/21〈木〉申込

締切日

8/7〈日〉
講座番号

4
お母さんのオムライス、ごろごろクルトンのシーザーサラダ

Newレッスン

基礎から学ぶ講座

おもてなしレシピ

エスニック料理、はまりますよ♪

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～13：00 〈受講料〉2,000円(税込)

講座番号

13-1 6/29〈水〉申込
締切日

グリーンカレー、ソムタム（青パパイ
アのサラダ）、へべスハーブソーダ

ガパオライス、タイ風さつま
揚げ、フルーツミックスゼリー

講座番号

13-2 8/4〈木〉申込
締切日

バインセオ（ベトナム風お好み焼き）、手
羽先のニョクマム揚げ、ベトナム風プリン

講座番号

13-3 9/1〈木〉申込
締切日

7/16〈土〉 8/20〈土〉 9/17〈土〉

エスニック料理を作りましょう

八田淳先生

ふらんす食堂
bistroマルハチ

プロから教わる本格フレンチをぜ
ひ、ご自宅で作ってみませんか？

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～12：00 〈受講料〉2,000円(税込)

自宅で作れる本格フレンチ

遠足などのお弁
当の日に、子供
が作れるおかず
があると良いで
すよね！子供達が

好きなおかずを一緒に作りましょう～

人気パン屋さんのパン作り

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～13：00 〈受講料〉2,000円(税込)

講座番号

6-1 6/27〈月〉申込
締切日

            シンプルな丸パン
は、パン作りの基本を学ぶのに
ぴったりのパンです。

7/12〈火〉

講座番号

6-2 7/27〈水〉申込
締切日

8/10〈水〉

講座番号

6-3 9/1〈木〉申込
締切日

9/16〈金〉

バターサンド作り

最近なにかと話題の焼き菓子カヌ
レ。今回はそんなカヌレを実際に作っ
てみて、理解を深めていきましょう！

パパイア王子と手作り焼き菓子カヌレを作ってみよう！

このレッスンでシフォンケーキの作り方を
学びましょう。ふわふわで美味しいシフォ
ンケーキを作り上げることができます☆

シフォンケーキレッスン

岩本脩成先生

パパイア王子
野菜ソムリエ

9/9〈金〉
8/25〈木〉申込

締切日

講座番号

10
〈定員〉8名
〈時間〉10：00～13：00
〈受講料〉2,000円(税込) 
シフォンケーキ

7/1〈金〉
6/16〈木〉申込

締切日

講座番号

7
〈定員〉8名
〈時間〉10：00～12：00
〈受講料〉2,000円(税込) 
カヌレ

フランス菓子の専門店「パティスリーブランダジュー
ル」のシェフパティシエから教えていただけるバターサ
ンドレッスンをぜひ、この機会に受けてみませんか♪

※写真はイメージです。 佐藤泰造先生

パティスリー
ブランダジュール
シェフパティシエ

7/19〈火〉
7/5〈火〉申込

締切日

講座番号

9
〈定員〉8名
〈時間〉10：00～13：00
〈受講料〉2,000円(税込) 
バターサンド

人気店イチパンさんのパンをご家
庭でも作ってみませんか？♪

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～13：00 〈受講料〉2,000円(税込)

講座番号

8-1 6/30〈木〉申込
締切日

夏休み子供
パン教室

ポテト生地で作るポテト
パンとピザ

講座番号

8-2 8/10〈水〉申込
締切日

秋の美味しいパン☆何を作
るかは当日のお楽しみ☆

講座番号

8-3 8/25〈木〉申込
締切日

7/17〈日〉 8/28〈日〉 9/11〈日〉

市野瀬泰義先生
イチパン本格手打ちそば

蒲生純先生
がまこう庵

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～12：00 〈受講料〉2,000円(税込)

親子で可愛いパン作り
夏休みの思い出になること間違いなし！ 
家族で可愛いパン作りをしましょう♪

杉尾杏香先生

デコ食パン
認定講師
おうちパンマスター夏休み企

画

夏休み企
画

夏休み企
画

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～13：00 〈受講料〉2,000円(税込)

講座番号

1-1 7/7〈木〉申込
締切日

可愛いぎゅうぎゅうちぎりパン
7/24〈日〉 講座番号

1-2 7/21〈木〉申込
締切日

可愛いひまわりメロンパン
8/ 6〈土〉

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～12：00
〈受講料〉2,000円(税込)

講座番号

14-2 8/24〈水〉申込
締切日

栗のリゾット、白身魚のへべス
バターソテー、さつまいものベ
イクドケーキ

9/ 7〈水〉

佐藤友紀先生
ラディッシュセブン

郷土料理　冷や汁と落花生豆腐 基礎から学べるパン作り

〈定員〉8名 〈時間〉10：00～12：00 〈受講料〉2,000円(税込) 

伊藤義晃先生
杉の子　料理長

夏休みの思い出に、霧島盆地で
育った良質なそば粉を使った手
打ちそばを親子で作りましょう♪
※打ったおそばをご自宅で茹でてお
召し上がりください。

杉の子さんの夏メニューを学べ
ます☆冷や汁の素のお土産付き
です♪※冷や汁は作った具材をお持
ち帰りいただき、お土産の素と一緒に
ご自宅でお召し上がりください。

お1人ずつ手ごねでパンを作り上げ
ていく講座です。工程に3時間程の時
間を要しますが、ゆっくり丁寧にパン
作りに向き合ってください。

原田のりこ先生

「作る」を楽しむ
クッキング教室
COCO NICOT
管理栄養士

冷や汁、
落花生豆腐

講座番号

3 6/23〈木〉申込
締切日

7/10〈日〉

講座番号

5 8/18〈木〉申込
締切日

9/ 3 〈土〉

講座番号

2 8/9〈火〉申込
締切日

8/23〈火〉

丸パン

              宮崎を代表するお
菓子です。簡単に作れるレシピ
で作ります。

チーズ饅頭

              宮崎を代表するお
菓子です。簡単に作れるレシピ
で作ります。

チーズ饅頭

              宮崎を代表するお
菓子です。簡単に作れるレシピ
で作ります。

チーズ饅頭

                  シンプルなパン生地に
香ばしいくるみを入れた、くるみパン♪
パン生地はほんのり甘くふわふわで、
混ぜ込んだくるみの食感がとてもい
いアクセントになっています。

くるみパン

                  山型食パンはイギリ
スパンとも言われるように、発祥は
イギリスになっています。焼型にフ
タをしないで焼き上げることに
よって気泡が大きくふわふわにな
るのが特徴です。焼き上げるとパ
リパリした食感になります。

山型食パン

7-15

子供と一緒にお弁当を作ろう 秋の味覚ごはん

4-15 4-15 4-15

那須香先生

フードバランス．
ラボ 代表

まだまだ暑い日
が続きますが、秋
の食材を使った
暑さにも負けな
いメニューです。

講座番号

14-1 7/20〈水〉申込
締切日

8/3〈水〉
7-15


